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愛と知の環
つながりの学びを広げよう！つながる中で自己の思索を深めよう！

人類は、そうして文化を創造し続けてきた！
さあ、わたしたちもその仲間に加わろう（M.M.）

【編集発行】

放送大学
千葉学習センター
〒261-8586 

千葉市美浜区若葉2丁目11番地

TEL.043(298)4367

FAX.043(298)4386

≪初刷≫

（千葉学習センターHP）http://www.sc.ouj.ac.jp/center/chiba/

６月 公開講演会
「免疫の仕組みと感染症対策」

伝承のひろば・秋

第９回千葉学習センター秋祭り
「幕張祭」の様子
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『Newsletterちばがく』投稿のご案内

『Newsletterちばがく』では、学生の皆さんからの投稿をお待ちしています。学習センターのイベント
や講演会へ参加した際のご感想、サークルの活動報告、エッセイ、旅行記、センターで学ぶ他の仲間へ紹
介したい情報など、お気軽にご投稿ください。ご投稿いただいた原稿は、原則として投稿後最初に発行す
る『Newsletterちばがく』へ投稿順に掲載いたしますが、ページ数の 関係で掲載できない場合は、次号で
の掲載となります。また、文字数が多い場合には、文章の調整や２回に分割しての掲載をお願いする場合
がございますので、あらかじめご了承願います。
ご投稿いただく際は、①タイトル②お名前③学生種・コース名等も忘れずにお知らせください。

【投稿アドレス】e.chibagaku@ouj.ac.jp
※ご郵送の場合は、表紙右上住所まで。直接学習センター事務室へお持ちいただいても結構です。

2017年度後期公開講演会のお知らせ
○どなたでも無料で参加できます
○各講演会とも事前申込み制となります。申込みは、講演日の１ヶ月前より、電話・メールまた
はセンター窓口で受け付けます。

○受付中の講演の詳細につきましては、千葉学習センターホームページ内の「講演会・オープン
キャンパス」ページをご覧ください。

ニュートリノでみる深宇宙

２月 ４日（日） １３時３０分～１５時００分 （千葉学習ｾﾝﾀｰ第１講義室）

講師 石原安野 （ 千葉大学准教授 ）

１／５受付

「自尊感情と分化」

２月１０日（日） １３時３０分～１５時００分 （千葉学習ｾﾝﾀｰ 2F 大講義室）

講師 向田久美子 （ 放送大学准教授 ） ※申込は放送大学ＨＰからのみ受付 ※

１／５受付

？？？？
２月１８日（日） １３時１５分～１４時３５分 （附属図書館AVホール）
講師 高橋知音 （ 信州大学教授 ）

１／５受付

mail:chibagaku_soumu@ouj.ac.jp

認知的スキルと健康－健康のために自分をｺﾝﾄﾛｰﾙする

２月１８日（日） １４時４５分～１６時０５分 （附属図書館AVホール）
講師 高橋浩之 （ 千葉大学教授 ）

１／５受付



千葉SC PCサポートが

「パソコンは持っているけど使い方が良くわからない」
「キャンパスネットワーク？ システムWAKABA？」
「科目登録申請やレポートをネットで提出できるの？」
「子どもに聞いてもケンカになるから躊躇してしまう」

千葉学習センター「ＰＣサークル」のお知らせ
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※ 「千葉SC PCサポート」は、学生・職員の有志と同窓会のご協力により
誕生したサポートチームです

受講を希望される方は下記にご連絡ください

放送大学千葉学習センター事務長 渡邉栄人

043-298-4366 hide-w@ouj.ac.jp

時 間 １３時 ～ １５時
場 所 放送大学千葉学習センター1階 パソコン実習室
今後の予定
１/７（日）、２/１７（土）、３/１１（日）

というような方が対象です



千葉学習センターから ２０１７年度第２学期単位認定試験について千葉学習センターから

■試験の開始時間、試験室を間違えないよう、
受験票でよく確認してください。

■試験時間は各時限とも５０分間です。

■試験室には、試験開始時間の１０分前までに
入室し、科目ごとに定められた座席に着席し
てください。

■遅刻は、試験開始後２０分まで認められます
が、試験時間の延長はありません。

■１時限に１科目しか受験できません。

■単位認定試験通知（受験票）

■学生証
学生証は所属の学習センターで発行します。まだ学生証をお持ちでない方は、所属の学習セン
ターで発行手続きをおとりください。なお、学生証の発行には顔写真の登録が必要となります。
また、交付の際には、入学許可書（新規・継続入学の方）または古い学生証（更新の方）をお
持ちください。
※試験当日は窓口が大変混みあいますので、余裕をもって事務窓口へお越しください。

■筆記用具（HBの黒鉛筆）

■持込が許可された物品
試験時に持ち込みが許可されている物品は、受験票に同封されている「単位認定試験受験に際
しての注意事項」に記載されています。許可物品は科目ごとに異なります。
※学習センターでは、持込み許可物品の貸出は一切いたしませんのでご注意ください。

単位認定試験について

試験期間

大学院 １月19日（金）～1月20日（土）

教養学部 １月21日（日）～1月28日（日）

試験時間

試験時間割

１時限 ９：１５ ～ １０：０５

２時限 １０：２５ ～ １１：１５

３時限 １１：３５ ～ １２：２５

４時限 １３：１５ ～ １４：０５

５時限 １４：２５ ～ １５：１５

６時限 １５：３５ ～ １６：２５

７時限 １６：４５ ～ １７：３５

８時限 １７：５５ ～ １８：４５

試験当日の持ち物

1/19～1/28の試験期間中、千葉学習センターの開所時間は次のとおりとなります。

なお、試験期間中及び試験直後は、月曜閉所日（1/22、1/29）のほか、1/26（金）、

1/30（火）が閉所日となりますのでご注意ください。

開所時間 ８：１５～１９：００
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千葉学習センターから ２０１７年度第２学期単位認定試験について千葉学習センターから

試験の結果は、２月下旬頃に「成績通知書」によって
通知されるほか、システムWAKABAからも確認する
ことができます。また、通知書とあわせて、ご自身が
これまでに修得した授業科目の成績と単位数が記載さ
れた「単位修得状況一覧（単位認定書）」が同封され
ています。なお、これらは証明書ではありませんので、
証明書の発行が必要な場合は、所定の手続きを行い、
「成績・単位修得証明書」の交付を受けてください。

2017年度２学期に登録した科目の単位が取得できなかった方は、2018年度１学期にも学籍があ
る場合に限り（休学中の場合を除く）、科目登録を行わなくても再受験することが可能です。再受
験にかかる授業料も必要ありません。受験票は、次学期の単位認定試験前に自動的に送付されます。
ただし、通信指導問題の未提出により不合格となった方については、次学期においても単位認定試
験前に通信指導問題を提出し、合格する必要があります。通信指導問題は、次学期に自動的に対象
となる方へ送付されます。
また、 2 0 1 8 年３月末で在学期間が終了してしまう方でも、継続入学の手続きを行うことで、再
受験することが可能です（他に受講科目が無く、再試験のためだけに学籍を継続する場合の費用は、
入学料のみとなります）。

単位認定試験問題を持ち帰ることはできませんが、２月上旬頃からキャンパスネットワークホーム
ページ及び学習センターにおいて閲覧することができます。試験問題は原則すべて公表されますが、
問題作成者以外の著作物が含まれているなどの理由により、問題の一部を公表しない場合がありま
す。また、解答については、主任講師の了承があった科目のみの公表となります。公表されない科
目については、解答の代わりに解答のポイント等（公表しない理由等となる場合もあります）が公
表されます。公表されている試験問題及び解答は、郵送サービスも行っております（有料）。詳細
は『201７年度 学生生活の栞』でご確認ください。閲覧期間は、問題・解答とも約１年間です。

■試験期間中は、敷地内駐車場が大変混みあいます。公共交通機関のご利用をお願いします。
■試験期間中は、パソコン実習室の利用はできませんのでご注意ください。
■飲食については、センター内の許可されたスペースをご利用ください。なお、センター内には、
飲み物の自動販売機を設置していますが、試験期間中は売り切れとなることが多いため、通学途
中で購入されることをお勧めします。

■忘れ物・落し物については、事務室で保管いたします。心当たりのある方は、本人と確認でき
るもの(学生証等)をご用意のうえ、事務室までお越しください。

試験の結果

試験問題と解答の公表

成績区分

合格

Ⓐ １００点～９０点

A ８９点～８０点

B ７９点～７０点

C ６９点～６０点

不合格
D ５９点～５０点

E ４９点～ ０点

再試験について

公表期間（予定）
※公表期間は約1年間

郵送サービス（教養学部） 郵送サービス（大学院）

問題
2018年2月 2日(金)～
2019年2月20日(火)

【必要書類】
①申込書(大学は様式17、大学院は様式15)
②手数料(1科目あたり300円、郵便小為替)
③返信用切手(料金は科目数によって異なります)

【郵送先】放送大学本部学生課単位認定試験係
※学習センターでは郵送サービスは受付ておりません。

解答等
2018年2月21日(火)～
2019年2月20日(火)

その他
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千葉学習センターから ２０１８年度第１学期にむけての手続き千葉学習センターから

単位認定試験から
次学期の準備へ

受験の前に
・受験資格がある（通信指導に合格した）方には、
試験一週間前までに「受験票」が届きます。受験
の際、必ずお持ち下さい。

・日時、会場、ご自身の履修科目の「持込許可物
品」「試験形式」、受験の注意事項を確認してから
臨みましょう。

結果はいつわかる？
・2月中旬、成績通知書が郵送で届きます。通
知が届いてからまもなく科目登録の締切となり
ます。

成績を確認したら、次学期の科目登録をお忘
れなく！！締切は2月下旬です。

翌学期の科目をとるには？
・1月半ばに大学本部より「科目登録申請要項」「授業科目
案内」が送られてきます。

・郵送またはインターネット（システムWAKABA）で期間内に
科目登録を行います。

科目登録期間

２０１８年２月１３日（火）9時 ～２月２８日（水）24時

学籍が今学期末
まで…
・2018年度3月末で学籍が切れ
る方は、継続入学のご案内が
届きます。（1月半ば大学本部よ
り送付されます）引き続き在学を
希望される方はお手続きをお願
いします。

「学生生活の栞」「利用の手引き」

学生生活を送るうえで重要な事項がたくさん載っています。大切に保
管し、必ずご確認下さい。内容は「キャンパスネットワークホーム
ページ」にも掲載されています。
なお、インターネットを使い慣れている方は、「システムWAKABA」の

ご活用もお勧めします。

大学生の必読書！
まずは開いてみて下さい

まなぴーより



在学生で学籍が切れる方が、もう一度入学を希望する場合、出願手続きが必要となります。学籍が切
れる方（科目履修生・修士科目生、選科履修生・修士選科生で２学期目終了、全科履修生で期間満了
・除籍対象者）は継続入学を、全科履修生で卒業見込の方は再入学をしていただきます。
在学生以外の方で放送大学への入学を希望する方は、募集要項で出願手続きをお願い致します。必要
な書類は下表の通りとなります。（募集要項等で必ず確認してください。）

２０１８年度第１学期も学籍が続く在学生は、１月上旬より発送される「科目登録申請要項」に
より科目登録手続きを行ってください。科目登録にあたっては「ご自身のペースで無理なく」学習
が進められるよう、登録科目数を調整してください。
科目登録申請票は、対象学生に郵送されています。大学は水色、大学院はオレンジ色の要項に綴られ
ています。申請票の色は、大学は紫色、 です。
申請期間は、郵送：２０１８年２月1３日（火）～２月2７日（水）必着、Web：２０１８年２月1３
日（火）～２月2８日(火)24時までです。

卒業見込みの方は、単位認定試験の結果を受けて卒業が決定されます。卒業となる方へは卒業決定通
知が2月下旬に郵送されます。卒業した後も引き続き学習を続けたい方は、再入学をして頂けます。
再入学の際は、継続入学用出願票、募集要項の出願票のいずれもお使い頂けます。また、卒業となら
なかった方は、科目登録が必要となる場合もありますので、卒業に必要な単位を再度ご確認ください。

学生の種類 新規入学希望者 継続・再入学希望者

全科履修生

① 出願票(水色)
② 入学資格を証明する書類
③’在籍期間・単位修得証明書

(様式3～６のいずれか)
…編入学希望者

(卒業学校により様式が異なります)

① 出願票(Ⅰ継続・再入学はオレンジ色。Ⅱ１
度も全科履修生に入学していない方は水色)

② 入学資格を証明する書類
③’在籍期間・単位修得証明書

(様式3～６のいずれか)
…編入学希望者

(卒業学校により様式が異なります)

選科履修生
科目履修生

① 出願票(黄色) ① 出願票(オレンジ色)

修士選科生
修士科目生

① 出願票(桃色) ① 出願票(緑色)

※ 全科履修生の出願書類は、１年次入学は①②、1年次既修得・編入学は①②、①③’です。「出願票
他提出書類セット」(水色の冊子)にある各様式をお使いください。また、継続・再入学希望者で、①のⅡで出
願される方は、②以下の証明書類が必要となります。
※ 出願期間は、2018年2月28日まで(郵送は必着、Webは2４時まで)となります。Webは出願票のみの受
付です。証明書類は郵送してください。また、Webは締切間近ですと回線がつながりにくくなる恐れがあり
ますので、早めにお願い致します。
※ 既修得単位認定希望の方は、認定手数料10,000円が別途かかります。

出願票・科目登
録申請票を
同時に出せます
(いずれかが有効
になります)在学！

新しく科目を
登録する

科目登録申請票で申請！

卒業！
継続して
学習したい

卒業した所属コース以外に
入学できます！

千葉学習センターから ２０１８年度第１学期にむけての手続き千葉学習センターから
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2018年度第１学期出願手続きについて

2018年度第１学期科目登録について

卒業見込みの方へ
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放送大学では、２０１８年度第１学期（４月入学）の教養学部生および大学院修士選科・科目生を

募集しています。ご家族やご友人、職場の方など、放送大学に興味をお持ちの方がおられましたら、

是非ご紹介ください。

各募集内容の詳細やインターネット出願については、放送大学ＨＰをご覧ください。大学案内パン

フレット、「授業科目案内」、「学生募集要項」などの各種資料は、千葉学習センターで配布してい

るほか、放送大学ＨＰまたは専用ダイヤルからもご請求いただけます（無料）。

※第２回募集期間で出願された場合は、印刷教材の到着時期など、第１回募集期間での出願と異なる点が
ございます。詳細につきましては「学生募集要項」または放送大学ＨＰでご確認ください。

千葉学習センターでは、放送大学へのご入学をご検討されている方々を対象とした個別相談会を
下記の期間実施しております。事前予約制となっておりますので、相談をご希望される方は、千葉
学習センターへお電話にてお申込みください。

第１回募集期間 第２回募集期間※

郵送による出願 2018年 2月28日（水）必着
2018年 3月 1日（木）～

2018年 3月20日（火）必着

インターネット
による出願

2018年 2月28日（水）24時
2018年 3月 1日（木） 9時～

2018年 3月20日（火）24時

出願期間

放送大学 学生募集のお知らせ

放送大学ＨＰ「入学案内」ページ http://www.ouj.ac.jp/hp/nyugaku/

資料請求フリーダイヤル 0120-864-600

個別相談会 【事前予約制／相談無料】

開催期間 ３月１８日（日）まで

※時間は10:00～12:00、14:00～16:00
※閉所日（月曜・祝日、12/29～1/4、1/31）
※単位認定試験準備及び実施期間（1/16～1/28）及び教員免許更新講習認定
試験準備及び実施期間（2/27～3/4）を除く

試

験

関

係

1／28

試験
最終日

科目登録
受付

試験問題
公表開始

解答等公表開始

解答等
郵送サービス開始

２／28

科目登録
受付終了

出願受付（第１回～2/28）

試験結果(成績通知)
※あくまでも2月下旬です。2
／25より前とは限りません。

２／2 ２／13 2月下旬 ２／20出
願
・

科
目
登
録
関
係

千葉学習センターから ２０１８年度第１学期にむけての手続き千葉学習センターから

試験終了後から2/28までのスケジュールは以下の通りです。開始日・締切には十分注意し、提出書類は
余裕を持って提出するようにしましょう。


